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1 5518 畑中 高広 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 畑チャンズ 千葉県 2:56:36
2 5513 鈴木 章司 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 2:56:51
3 5517 大越 雄二 ｵｵｺｼ ﾕｳｼﾞ 常磐港運 福島県 3:00:00
4 5523 長尾 一志 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｼ 東邦銀行 福島県 3:01:53
5 5534 川嶌 正 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞｼ アルプス物流 東京都 3:02:56
6 5537 金井 達夫 ｶﾅｲ ﾀﾂｵ 須賀川西 福島県 3:05:11
7 5529 斎藤 祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福島県 3:07:03
8 5512 高橋 登志一 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 3:08:30
9 5557 和澄 正明 ﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ ちーむ秋葉 新潟県 3:08:41

10 5583 渡部 昇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ ＬＡＣ 東京都 3:09:36
11 5559 赤津 誠一 ｱｶﾂ ｾｲｲﾁ 埼玉県 3:09:39
12 5520 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 3:10:08
13 5536 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 二戸クリニック 岩手県 3:10:43
14 5528 竹村 秀和 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ いわき潮風ＲＣ 福島県 3:11:26
15 5525 引地 春彦 ﾋｷﾁ ﾊﾙﾋｺ ＦＴＲＣ 福島県 3:12:07
16 5519 高坂 治彦 ﾀｶｻｶ ﾊﾙﾋｺ ローレルバレイ 福島県 3:13:12
17 5574 佐々木 雅人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 福島県 3:13:56
18 5591 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 水戸石川走友会 茨城県 3:14:30
19 5533 菅野 浩之 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ みさきＲＣ 福島県 3:16:38
20 5545 三浦 公紀 ﾐｳﾗ ｺｳｷ ●小名浜資源 福島県 3:16:41
21 5567 本田 賢 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 一関ヒロセ電機 福島県 3:17:40
22 5530 熊田 良二 ｸﾏﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 白河厚生総合病 福島県 3:18:40
23 5581 吉澤 正光 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 栃木県 3:18:57
24 5540 林田 博 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 3:20:13
25 5552 武藤 辰也 ﾑﾄｳ ﾀﾂﾔ トラック野郎 福島県 3:20:32
26 5633 小泉 壮夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾓﾘｵ 郡山信用金庫 福島県 3:20:47
27 5599 鈴木 明一 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 山形銀行ＲＣ 山形県 3:21:06
28 5573 渡口 健一 ﾄｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:21:16
29 5615 廣川 智司 ﾋﾛｶﾜ ｻﾄｼ ゲレンデ逆走 福島県 3:21:58
30 5531 野木 典久 ﾉｷﾞ ﾉﾘﾋｻ かしまＲＣ 福島県 3:22:03
31 5678 坂本 昌和 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 3:22:03
32 5826 涌井 克彦 ﾜｸｲ ｶﾂﾋｺ あじまさラン 新潟県 3:22:03
33 5601 高根 修 ﾀｶﾈ ｵｻﾑ 県庁チャレラン 福島県 3:22:32
34 5603 菅 一 ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 3:22:33
35 5593 小野 浩彦 ｵﾉ ﾋﾛﾋｺ みやぎ生協 宮城県 3:22:54
36 5554 鴫原 圭一 ｼｷﾞﾊﾗ ｹｲｲﾁ スタンレー 福島県 3:23:06
37 8013 Ｅｍｉｌｅ Ｎａｌｅｓ Emile Nales 海外 3:23:09
38 5628 鯉淵 典之 ｺｲﾌﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 群馬県 3:23:44
39 5587 松原 由起夫 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｷｵ 佐川急便いわき 福島県 3:24:02
40 5544 佐藤 重紀 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ ハワイアンズ 千葉県 3:24:11
41 5568 新関 茂喜 ﾆｲｾﾞｷ ｼｹﾞﾖｼ いわき潮風ＲＣ 福島県 3:24:26
42 5627 福地 悟 ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ 岩手県 3:24:32
43 5588 浅野 文浩 ｱｻﾉ ﾌﾐﾋﾛ フィッタ新居浜 愛媛県 3:24:35
44 5566 村上 博一 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 伊東松川湖ＲＣ 静岡県 3:24:58
45 5586 粟野 智久 ｱﾜﾉ ﾉﾘﾋｻ 東京都 3:25:21
46 5562 小林 健司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 八千代ボンズ 千葉県 3:25:24
47 5576 阿部 浩士 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 仙台市 宮城県 3:26:14
48 5610 満園 良次 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾘｮｳｼﾞ パナソニック 福島県 3:26:20
49 5541 江花 秀一 ｴﾊﾞﾅ ｼｭｳｲﾁ 山形県 3:26:26
50 5676 福井 秀明 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木県 3:26:26
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51 5522 中家 勝幸 ﾅｶﾔ ｶﾂﾕｷ 福島県 3:26:32
52 5563 小野瀬 勝豊 ｵﾉｾ ｶﾂﾄﾖ 鹿島建設（株） 茨城県 3:26:56
53 5634 徳岡 亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ 山形県 3:26:59
54 5596 岡田 泰三 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ ナイスおっさん 神奈川県 3:27:07
55 8019 廣﨑 淳 ﾋﾛｻｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 3:27:13
56 5535 菅 幸夫 ｶﾝ ﾕｷｵ ＴＨＲＣ 茨城県 3:27:27
57 5700 浅古 克己 ｱｻｺ ｶﾂﾐ 埼玉県 3:28:12
58 5532 石井 正幸 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ アルテッツ 福島県 3:28:35
59 5538 相馬 守 ｿｳﾏ ﾏﾓﾙ チーム石勝 山形県 3:29:38
60 5604 草田 淳 ｸｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 3:29:59
61 5565 鈴木 久雄 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 千葉県 3:30:57
62 5547 荒川 正浩 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 日立パワー 福島県 3:31:11
63 5775 佐藤 久徳 ｻﾄｳ ﾋｻﾉﾘ 望星薬局 神奈川県 3:31:49
64 5645 結城 秀康 ﾕｳｷ ﾋﾃﾞﾔｽ 平紺屋町郵便局 福島県 3:32:26
65 5762 高橋 一哲 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 3:32:27
66 5683 佐藤 尚巳 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 静岡県 3:32:48
67 5620 吉田 博之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 河東町 福島県 3:32:51
68 5664 今泉 直幸 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵﾕｷ ＪＤＬ 福島県 3:33:03
69 5516 高橋 伸二 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ 緑一色 福島県 3:33:49
70 5646 松崎 寿彦 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ ＧＡＮＧＷＡＹ 福島県 3:33:59
71 5769 松永 智仁 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾄ 宮城県 3:34:21
72 5629 玉澤 淳 ﾀﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ いわき市教委 福島県 3:34:22
73 5515 本田 伸良 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 橘高校山岳部 福島県 3:34:31
74 5641 熊田 勝市 ｸﾏﾀﾞ ｶﾂｲﾁ はあとびいと 福島県 3:34:50
75 5635 鈴木 史朗 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳ いわき駅伝ｓ 福島県 3:35:23
76 5556 及川 一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ ＲＣ上品山 宮城県 3:35:28
77 5718 今村 光一 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:35:58
78 5654 久保田 純夫 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐｵ サスティナ 宮城県 3:36:10
79 5600 白石 正俊 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄｼ いわきスタイル 福島県 3:36:15
80 5584 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 猪苗代ハーブ園 福島県 3:36:18
81 5684 穂積 浩 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛｼ 中妻小 福島県 3:36:53
82 5729 小島 茂之 ｺｼﾞﾏ ｼｹﾞﾕｷ 関トラ 大阪府 3:37:01
83 5571 川本 雅夫 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻｵ ＲＵＮ塾 埼玉県 3:37:19
84 5761 山本 利幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ まげでらんに 福島県 3:37:24
85 5602 加藤 利和 ｶﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 気分走快 山形県 3:37:28
86 5564 渡辺 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 福島県 3:37:49
87 5550 佐久間 信 ｻｸﾏ ﾏｺﾄ 千葉県 3:37:52
88 5740 養田 洋 ﾖｳﾀﾞ ﾋﾛｼ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 3:38:03
89 6075 渡辺 雅司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ ウイン 福島県 3:38:04
90 5526 長谷川 仁 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 3:38:14
91 5542 久米 秀幸 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市役所ＪＣ 静岡県 3:38:25
92 6009 滝沢 直司 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｼﾞ 千葉県 3:38:30
93 5777 猪股 孝章 ｲﾉﾏﾀ ﾀｶｱｷ ＪＲ東日本仙台 宮城県 3:38:58
94 5630 丸山 泰人 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾄ 県南建設事務所 福島県 3:39:17
95 5667 稲田 宏美 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐ ＦＤＫ 福島県 3:39:18
96 5580 佐藤 好史 ｻﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 住吉台走友会 宮城県 3:39:27
97 5569 林 正雄 ﾊﾔｼ ﾏｻｵ 福島県 3:39:34
98 5763 加藤 義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 仙台走人 宮城県 3:39:39
99 5708 石田 一実 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ いわき市消防団 福島県 3:39:42

100 5666 西富 謙 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝ サントリー 東京都 3:39:45
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101 5543 田崎 憲一 ﾀｻｷ ｹﾝｲﾁ 横浜中央走友会 神奈川県 3:40:24
102 5786 矢野 正浩 ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 村岡産婦人科 福島県 3:40:25
103 6105 中戸川 輝 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｱｷﾗ 宮城 宮城県 3:40:31
104 5813 坂口 輝彦 ｻｶｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 東京都 3:40:36
105 5623 高橋 充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 宮城県 3:40:40
106 5668 和田 潤 ﾜﾀﾞ 福島県 3:40:46
107 5824 山本 佳範 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:41:31
108 5923 大内 訓 ｵｵｳﾁ ｻﾄｼ ＮＥＣＰＦ 福島県 3:42:18
109 5617 木村 浩 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ プラカン 大阪府 3:42:35
110 5637 小宮 利隆 ｺﾐﾔ ﾄｼﾀｶ さくら 神奈川県 3:42:42
111 5650 坂田 親史 ｻｶﾀ ﾁｶﾌﾐ 弘前公園ＲＣ 青森県 3:43:00
112 5609 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 宮城県 3:43:24
113 5677 市川 善史 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾌﾞﾐ ＯＧ３ 福島県 3:43:38
114 5642 田口 佳実 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 水農走友会 茨城県 3:43:39
115 5751 松本 清 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｼ 福島県 3:43:45
116 5810 西田 勝彦 ﾆｼﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 千葉県 3:44:09
117 5746 片桐 光勅 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾂﾉﾘ 福島県 3:44:15
118 5548 根本 栄輝 ﾈﾓﾄ ｴｲｷ 海老根小 福島県 3:44:21
119 5656 吉津 浩喜 ｷﾂ ﾋﾛｷ 東京都 3:44:31
120 5638 吉永 兼一 ﾖｼﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 住宅金融機構 宮城県 3:44:34
121 5605 大山 弘幸 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ふくしまＴＲＣ 兵庫県 3:44:36
122 5760 青田 直広 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 南材おやじ 宮城県 3:45:00
123 5686 濱元 伸夫 ﾊﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 田園クラブ 神奈川県 3:45:04
124 5771 吉田 和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 南館ジョガー 山形県 3:45:09
125 5936 若林 秀行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 3:45:23
126 5560 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 秋田県走友会 秋田県 3:45:48
127 5653 久谷 晴夫 ｸﾀﾆ ﾊﾙｵ 三菱マテリアル 東京都 3:46:20
128 5705 泉沢 信明 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 3:46:28
129 6140 長谷川 和宏 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 3:46:50
130 5772 関根 竜太 ｾｷﾈ ﾘｭｳﾀ アレフガルド 福島県 3:47:14
131 5743 藤永 崇志 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾀｶｼ 丸紅 神奈川県 3:47:17
132 5860 会田 政美 ｱｲﾀ ﾏｻﾐ 東京都 3:47:31
133 5818 小西 正人 ｺﾆｼ ﾏｻﾄ 朝日新聞 愛知県 3:47:38
134 5688 熊谷 克明 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂｱｷ 福島県 3:47:45
135 5753 鈴木 幾太 ｽｽﾞｷ ｲｸﾀ 日立ＣＡ 茨城県 3:47:54
136 5713 林 茂樹 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ 宇部エクシモ 千葉県 3:48:10
137 5725 陶 泰彦 ｽｲ ﾔｽﾋｺ オリーブの木 福島県 3:48:15
138 5595 藤井 豊光 ﾌｼﾞｲ ﾄﾖﾐﾂ ＭＪＳ 埼玉県 3:48:32
139 5665 三瓶 和彦 ｻﾝﾍﾟｲ ｶｽﾞﾋｺ 安積９６ 福島県 3:48:36
140 5890 林田 郁夫 ﾊﾔｼﾀﾞ ｲｸｵ ＴＲＡＣＫ東京 東京都 3:48:37
141 5621 田中 彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ティーサーブ 東京都 3:49:13
142 6122 小山 修 ｵﾔﾏ ｵｻﾑ 宮城県 3:49:34
143 5952 森山 貴幸 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 黄色いタヌキ 千葉県 3:49:34
144 5752 中川 誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟県 3:49:41
145 5585 初鹿 裕康 ﾊﾂｼｶ ﾋﾛﾔｽ プリムラ山の会 東京都 3:49:49
146 5606 飯田 雅浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＳＵＩＧＯ 茨城県 3:50:04
147 5934 香月 邦夫 ｶﾂｷ ｸﾆｵ 東京都 3:50:38
148 5994 寺田 明 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾗ ＡＲＪ六郷水門 東京都 3:50:39
149 5954 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ ＡｚｕＣｌｕｂ 宮城県 3:50:45
150 5692 荒木 良司 ｱﾗｷ ﾘｮｳｼﾞ ワラガイＲＣ 福島県 3:51:02
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151 5693 佐藤 正英 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 新潟県 3:51:10
152 5980 千葉 利幸 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾕｷ ２１世紀の森 福島県 3:51:22
153 5842 寺島 弘幸 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛﾕｷ ＴＥＡＭ－Ｔ 福島県 3:51:36
154 5877 角 達也 ｶﾄﾞ ﾀﾂﾔ 青森県 3:51:41
155 5660 矢吹 修一 ﾔﾌﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 古河電池 福島県 3:51:58
156 5673 久保田 康生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ キビタンＲＣ 静岡県 3:52:11
157 5862 高橋 圭三 ﾀｶﾊｼ ｹｲｿﾞｳ マリ倶楽部 群馬県 3:52:15
158 5703 黒島 幹広 ｸﾛｼﾏ ﾐｷﾋﾛ ぽさＲＵＮ 長野県 3:52:15
159 5880 西村 明博 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ ＡｚｕＣｌｕｂ 宮城県 3:52:18
160 5539 長谷川 栄二 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 矢吹かけっこク 福島県 3:52:24
161 5730 伊藤 厚 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 津田工業ＲＣ 埼玉県 3:52:27
162 5800 大里 雅洋 ｵｵｻﾄ ﾏｻﾋﾛ あじかんＲＣ 宮城県 3:53:15
163 5648 中郡 久夫 ﾁｭｳｸﾞﾝ ﾋｻｵ 太田第一高校 茨城県 3:53:18
164 5855 佐藤 浩二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都 3:53:32
165 5736 渋谷 融 ｼﾌﾞﾔ ﾄｵﾙ 白石ハウビング 宮城県 3:53:34
166 5671 小泉 政光 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾐﾂ 秋元機工 福島県 3:54:20
167 6030 渡辺 明伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾉﾌﾞ クリナップＲＣ 福島県 3:54:44
168 5707 若杉 明史 ﾜｶｽｷﾞ ｱｶｼ 東京都 3:54:48
169 5925 斎藤 広幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 3:55:00
170 5754 丸山 敏生 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼｵ 宮城県 3:55:01
171 6059 柴田 裕幸 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ チーム北斗 栃木県 3:55:04
172 5793 藤生 浩一 ﾌｼﾞｳ ｺｳｲﾁ 福島県 3:55:12
173 6028 中村 克宏 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ チームナイス外 愛知県 3:55:19
174 5969 丹野 博 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｼ 福島工業高校 福島県 3:55:27
175 5652 平賀 裕士 ﾋﾗｶﾞ ﾋﾛｼ 花巻北高ＯＢ 宮城県 3:55:34
176 5848 柳沼 久司 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾋｻｼ 三春あねもす 福島県 3:55:40
177 5891 藤田 健太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 3:55:56
178 5726 石川 剛広 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 福島県 3:56:11
179 5852 蓮沼 誠志 ﾊｽﾇﾏ ｾｲｼ 桜壇 福島県 3:56:12
180 5785 田中 和彦 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 3:56:14
181 5732 岩月 紀幸 ｲﾜﾂｷ ﾉﾘﾕｷ コープあいち 愛知県 3:56:14
182 5861 山田 文彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 福島ＣＴＣ 福島県 3:56:26
183 6098 園川 将 ｿﾉｶﾜ ｽｽﾑ 信越半導体 福島県 3:56:27
184 5943 堀井 洋和 ﾎﾘｲ ﾋﾛｶｽﾞ 銀河系 広島県 3:56:28
185 5611 加藤 幸司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ ＢＴどんがめ 茨城県 3:56:40
186 5649 水下 弘一 ﾐｽﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 3:56:54
187 5833 本木 里志 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ 共立建設共走会 宮城県 3:57:02
188 5682 榎 勇二 ｴﾉｷ ﾕｳｼﾞ チーム走人 神奈川県 3:57:07
189 5624 加藤 武夫 ｶﾄｳ ﾀｹｵ ＫＵＲＥＨＡ 福島県 3:57:12
190 5812 本間 信弘 ﾎﾝﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＣＨＡＯＳ 新潟県 3:57:21
191 6119 桃木 秀明 ﾓﾓｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 3:57:23
192 5876 村山 俊郎 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 3:57:23
193 5679 松本 智幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 楢葉町役場 福島県 3:57:24
194 6347 香月 英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 福島森林管理署 栃木県 3:57:28
195 5607 武田 豊三 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾖﾐ 宮城県 3:57:31
196 6095 小坂 実 ｺｻｶ ﾐﾉﾙ 福興かんそう会 岩手県 3:57:37
197 5927 森 隆弘 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:57:49
198 5780 杵鞭 和成 ｷﾈﾑﾁ ｶｽﾞﾅﾘ 新津走友会 新潟県 3:57:50
199 5744 関本 茂 ｾｷﾓﾄ ｼｹﾞﾙ チーム三崎 神奈川県 3:58:04
200 5874 蛭田 一雄 ﾋﾙﾀ ｶｽﾞｵ ＫＫＣ 福島県 3:58:17
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201 5706 坂本 秀彦 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 日産自動車栃木 栃木県 3:58:26
202 5721 中嶋 一浩 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 西６走り隊 東京都 3:58:32
203 5915 片野 孝行 ｶﾀﾉ ﾀｶﾕｷ 福島県 3:58:40
204 5697 佐藤 信人 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ 福島県 3:58:47
205 6066 安田 敦 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ カナモトＲＣ 福島県 3:58:49
206 5835 大谷 保史 ｵｵﾀﾆ ﾔｽｼ ＮＥＡＤｅｐ 宮城県 3:58:49
207 6293 小田嶋 真司 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 新潟県 3:58:51
208 5731 中村 尚人 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ チーム２００ 福島県 3:58:56
209 5790 竹本 睦弘 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ チーム三ちゃん 埼玉県 3:59:06
210 6116 皆川 広久 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾛﾋｻ 宮城県 3:59:06
211 5827 齊藤 孝一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ ＴＨＹ 埼玉県 3:59:08
212 5892 新井 一雄 ｱﾗｲ ｶｽﾞｵ ランジョグ 群馬県 3:59:10
213 5767 中山 新吾 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都 3:59:11
214 5685 仁平 浩正 ﾆﾋﾗ ﾋﾛﾏｻ 東京都 3:59:13
215 5778 篭野 浩史 ｶｺﾞﾉ ﾋﾛｼ 東京都 3:59:22
216 6147 川田 祐治 ｶﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 3:59:25
217 6134 藤井 哲 ﾌｼﾞｲ ﾃﾂ ＴＲＡＮＳ 埼玉県 3:59:44
218 5910 駒込 邦彦 ｺﾏｺﾞﾒ ｸﾆﾋｺ ＢＦＲＣ 福島県 3:59:46
219 5553 根本 克頼 ﾈﾓﾄ ｶﾂﾖﾘ 根本通セメツド 福島県 3:59:47
220 5957 長谷川 卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ あいおい損保 福島県 3:59:51
221 5972 佐々木 清隆 ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ チーム谷川瀬 福島県 4:00:01
222 5955 坂内 哲也 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾃﾂﾔ Ｔ－ｓｔｙｌｅ 福島県 4:00:28
223 5727 大友 国治 ｵｵﾄﾓ ｸﾆﾊﾙ 光ランいわき 福島県 4:00:29
224 6152 及川 春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ 三ヶ尻走友会 岩手県 4:00:45
225 6143 枝松 郁雄 ｴﾀﾞﾏﾂ ｲｸｵ 山形銀行 山形県 4:00:47
226 5843 浅野 勇 ｱｻﾉ ｲｻﾑ ＹＹＲＣ 埼玉県 4:00:58
227 5906 高橋 弘光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 福浜大一建設 福島県 4:01:02
228 5997 川島 善仁 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾋﾄ 福島県 4:01:04
229 5719 白井 健一 ｼﾗｲ ｹﾝｲﾁ 水高陸上部ＯＢ 新潟県 4:01:23
230 5714 佐川 英典 ｻｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ ヘアーサガワ 福島県 4:01:43
231 5939 花坂 泰秀 ﾊﾅｻｶ ﾔｽﾋﾃﾞ 千葉労働局 千葉県 4:01:45
232 5885 佐藤 利彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ ＡＬＰＨＡ 神奈川県 4:01:52
233 5687 佐川 貢 ｻｶﾞﾜ ｺｳ ■木楽々くらぶ 岩手県 4:02:08
234 5949 若林 正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 兵庫県 4:02:44
235 5829 打座 敦 ｳﾁｻﾞ ｱﾂｼ 北日本銀行 岩手県 4:02:45
236 6157 西村 栄 ﾆｼﾑﾗ ｻｶｴ トキワ 茨城県 4:04:02
237 5819 石井 剛 ｲｼｲ ﾂﾖｼ サカラート 東京都 4:04:09
238 5622 近藤 博史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 4:04:25
239 5797 高橋 廣志 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 東京都 4:04:36
240 6074 目黒 信二 ﾒｸﾞﾛ ｼﾝｼﾞ 福島県 4:05:24
241 5734 澤井 修司 ｻﾜｲ ｼｭｳｼﾞ チーム田村 福島県 4:05:58
242 5773 橋本 宏明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ トラベルＤＢ 東京都 4:05:59
243 5695 鈴木 正 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ チーム上海亭 新潟県 4:05:59
244 5853 杉田 正文 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 大阪府 4:06:19
245 5612 柴 吉彦 ｼﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 西松ＲＣ 福島県 4:06:23
246 6284 小塚 儀彦 ｺﾂﾞｶ ﾉﾘﾋｺ ＴＳＲＣ 秋田県 4:06:34
247 5765 高栖 伸文 ﾀｶｽ ﾉﾌﾞﾌﾐ ＳＧＭＯ 宮城県 4:06:42
248 5662 星野 弘幸 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾕｷ 福島県 4:06:44
249 6096 秋吉 伸二 ｱｷﾖｼ ｼﾝｼﾞ ｆｒｕｎ 三重県 4:06:47
250 5896 中島 弘道 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾁ 千葉こども病院 千葉県 4:06:50
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251 6117 青山 和弘 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 4:07:10
252 5670 馬上 伸行 ﾓｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ くすりのマルト 福島県 4:07:12
253 5897 栃木 俊一 ﾄﾁｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ なかよし山岳会 栃木県 4:07:13
254 5932 小檜山 厚 ｺﾋﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 南会津ＡＦＯ 福島県 4:07:13
255 5995 大竹 宏明 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 4:07:30
256 5691 吉田 一弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 4:07:34
257 5661 野中 啓二 ﾉﾅｶ ｹｲｼﾞ 岩崎宏美親衛隊 千葉県 4:07:44
258 5886 松居 直樹 ﾏﾂｲ ﾅｵｷ 東京都 4:07:52
259 5722 松岡 健三 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｿﾞｳ Ｎ走らんかい 埼玉県 4:08:04
260 5914 助川 光洋 ｽｹｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 福島県 4:08:07
261 5887 塩野 知志 ｼｵﾉ ｻﾄｼ 山形県 4:08:12
262 5865 大庭 武士 ｵｵﾊﾞ ﾀｹｼ 愛知県 4:08:17
263 5947 小海途 聡 ｺｶﾞｲﾄ ｱｷﾗ 女川町 宮城県 4:08:19
264 6332 國分 忠弘 ｺｸﾌﾞﾝ ﾀﾀﾞﾋﾛ 郡山 福島県 4:08:30
265 5937 平山 和之 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 4:09:22
266 5899 白石 清人 ｼﾗｲｼ ｷﾖﾄ 群馬県 4:09:27
267 5911 浦浪 章行 ｳﾗﾅﾐ ﾉﾘﾕｷ 東京都 4:09:29
268 5993 大塚 元之 ｵｵﾂｶ ﾓﾄﾕｷ 岩本組陸上部 埼玉県 4:09:42
269 5846 遠藤 順一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福浜大一建設 福島県 4:09:48
270 5640 兵庫 貴之 ﾋｮｳｺﾞ ﾀｶﾕｷ 三菱電機 静岡県 4:09:50
271 6022 清水 浩志 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:10:02
272 6177 中畑 昭仁 ﾅｶﾊﾀ ｱｷﾋﾄ 信越半導体 福島県 4:10:16
273 5814 市丸 和彦 ｲﾁﾏﾙ ｶｽﾞﾋｺ 福島県 4:10:21
274 6155 菅原 和彦 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｺ オレンジ 宮城県 4:10:31
275 5768 藤原 聡 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 松島歓走会 宮城県 4:10:31
276 6148 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 神奈川県 4:10:35
277 6280 半澤 邦博 ﾊﾝｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ 半澤建設 福島県 4:10:44
278 5815 山本 成希 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 宮城県 4:10:46
279 6125 鶴田 滋 ﾂﾙﾀ ｼｹﾞﾙ 東京都 4:10:49
280 5501 成田 直幸 ﾅﾘﾀ ﾅｵﾕｷ 秋田県 4:10:58
281 6141 青砥 喜忠 ｱｵﾄ ﾖｼﾀﾀﾞ いわき市役所 福島県 4:11:00
282 6053 三浦 行弘 ﾐｳﾗ ﾕｷﾋﾛ 青森県 4:11:00
283 5869 青木 雅典 ｱｵｷ ﾏｻﾉﾘ 福島県 4:11:02
284 6046 八木 聡 ﾔｷﾞ ｻﾄｼ 東京都 4:11:14
285 5791 酒井 宏充 ｻｶｲ ﾋﾛﾐﾂ 日本化成 福島県 4:11:39
286 5930 小佐妻 延郎 ｺｻﾂﾞﾏ ﾉﾌﾞｵ アキランメイツ 福島県 4:11:40
287 5975 高橋 知好 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ チームテルサ 山形県 4:11:45
288 5907 鈴木 柾亨 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 福島県 4:11:45
289 5986 澤田 洋一 ｻﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 4:11:50
290 6291 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ ＳＪＣ 宮城県 4:11:51
291 6016 福澤 岳雄 ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｹｵ 復興推進室 千葉県 4:11:55
292 5882 田村 宜也 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾔ エスリンズ 埼玉県 4:12:08
293 5905 倉 正道 ｸﾗ ﾏｻﾐﾁ 葛尾ランナーズ 福島県 4:12:13
294 5551 箱崎 俊一 ﾊｺｻﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 笑汗会 福島県 4:12:40
295 5738 須藤 和也 ｽﾄｳ ｶｽﾞﾔ 出光リテール 宮城県 4:13:07
296 8020 日比野 昌久 ﾋﾋﾞﾉ ﾏｻﾋｻ 東京都 4:13:25
297 5961 花本 勇喜 ﾊﾅﾓﾄ ﾕｳｷ 東京都 4:13:45
298 5929 河内 正樹 ｶﾜﾁ ﾏｻｷ ホワイト２５ 栃木県 4:13:54
299 6354 佐々木 教雄 ｻｻｷ ﾉﾘｵ 宮城県 4:13:58
300 6432 片岡 康 ｶﾀｵｶ ﾔｽｼ バイタルＭＥ 宮城県 4:14:01
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301 5704 押久保 正行 ｵｼｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ チーム田村 福島県 4:14:02
302 6215 小関 章 ｺｾｷ ｱｷﾗ 宮城県 4:14:14
303 6019 酒井 一紀 ｻｶｲ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 4:14:16
304 6543 立川 和利 ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ 福島県 4:14:43
305 6251 渡辺 喜久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｻ 福島県 4:14:51
306 5733 高木 喜代好 ﾀｶｷ ｷﾖﾖｼ スイスイ 福島県 4:14:53
307 6070 岡田 恒弘 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈﾋﾛ 岡田クリニック 山形県 4:14:59
308 6294 寺内 建次 ﾃﾗｳﾁ ｹﾝｼﾞ ランジョグ 栃木県 4:15:12
309 5845 芦田 誠 ｱｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 明治安田生命 福島県 4:15:29
310 6130 大場 克哉 ｵｵﾊﾞ ｶﾂﾔ 神奈川県 4:15:39
311 5680 森 亮善 ﾓﾘ ﾘｮｳｾﾞﾝ 森病院 栃木県 4:16:00
312 5809 高栖 正明 ﾀｶｽ ﾏｻｱｷ 茨城県 4:16:01
313 5976 稲田 司 ｲﾅﾀﾞ ﾂｶｻ 凡人の書斎ＲＣ 茨城県 4:16:10
314 6106 豊島 登 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 4:16:34
315 5579 星野 住夫 ﾎｼﾉ ｽﾐｵ 興新特殊鋼 栃木県 4:16:43
316 5546 後藤 朋久 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋｻ 福島県 4:17:00
317 5924 小林 茂貴 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾖｼ 福島県 4:17:03
318 5953 横田 七海 ﾖｺﾀ ﾅﾅﾐ 茨城県 4:17:05
319 6027 佐藤 勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 福島県 4:17:25
320 5921 渡邉 唯士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 有限会社ブート 福島県 4:17:50
321 5702 山本 善司 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝｼﾞ 茨城県 4:18:43
322 5875 金田 祐一 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 栃木県 4:18:45
323 5858 鈴木 勝二 ｽｽﾞｷ ｶﾂｼﾞ 福島県 4:18:45
324 5967 佐々木 徹夫 ｻｻｷ ﾃﾂｵ タツノコ 福島県 4:18:56
325 5651 藤原 龍 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｭｳ 神奈川県 4:19:02
326 5799 高瀬 博幸 ﾀｶｾ ﾋﾛﾕｷ 高瀬歯科 福島県 4:19:18
327 5589 橋本 利行 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾕｷ チーム葵 宮城県 4:19:20
328 5849 陰山 則夫 ｶｹﾞﾔﾏ ﾉﾘｵ 福島県 4:19:25
329 5985 野村 健 ﾉﾑﾗ ﾀｹｼ 小名浜製錬 東京都 4:19:31
330 5912 小島 博 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 晃麓ＲＣ 栃木県 4:19:40
331 6343 川畑 賢 ｶﾜﾊﾀ ｹﾝ 宮城県 4:19:49
332 6269 岡田 広治 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼﾞ 福島県 4:19:53
333 5909 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:19:55
334 5894 松本 徹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 宮城県 4:20:11
335 5996 赤石 洋 ｱｶｲｼ ﾋﾛｼ 赤石病院体育部 宮城県 4:20:16
336 5901 石橋 弘 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾛｼ 宮城県 4:20:28
337 6189 井上 寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴＣｏｍ 東京都 4:20:47
338 5766 柳沼 典正 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉﾘﾏｻ 西郷村立熊倉小 福島県 4:20:50
339 6383 佐藤 寿之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 半熟玉子 松浜 新潟県 4:20:50
340 6162 本間 忠俊 ﾎﾝﾏ ﾀﾀﾞﾄｼ 埼玉県 4:20:52
341 6312 笠原 久義 ｶｻﾊﾗ ﾋｻﾖｼ 能美防災 新潟県 4:20:55
342 6038 森 敦 ﾓﾘ ｱﾂｼ 宮城県 4:21:01
343 6061 滝本 浩司 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ ホーチミン市 東京都 4:21:01
344 6017 石垣 康典 ｲｼｶﾞｷ ﾔｽﾉﾘ ＨＯＺＡＮＡ 東京都 4:21:02
345 5816 村田 哲一 ﾑﾗﾀ ﾃﾂｲﾁ 神奈川県 4:21:05
346 6065 松山 泰信 ﾏﾂﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 茨城県 4:21:13
347 6097 村山 桂己 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｷ 凹たれん隊 北海道 4:21:25
348 5951 松田 秀明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ちーむＱ 千葉県 4:21:31
349 6256 山口 裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東邦銀行ＲＣ 福島県 4:21:52
350 5978 斉藤 秀明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 4:21:53
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351 5817 高瀬 春美 ﾀｶｾ ﾊﾙﾐ アルプス電気 福島県 4:21:57
352 5988 鈴木 弘二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ あさひなサブ４ 宮城県 4:22:08
353 6352 飯村 浩二 ｲｲﾑﾗ ｺｳｼﾞ 為桜学園ＯＢ 茨城県 4:22:12
354 5987 金子 孝之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 4:22:14
355 5558 柳 幸吉 ﾔﾅｷﾞ ｺｳｷﾁ 式根島白い砂 東京都 4:22:24
356 6056 古山 秀之 ﾌﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 福島ＣＴＣ 福島県 4:22:25
357 5774 島田 敦夫 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｵ 北海道 4:22:26
358 5962 宮崎 泰弘 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 東京都 4:22:47
359 6080 舘 好達 ﾀﾁ ﾖｼﾀﾂ ＮＩＲＡＫＵ 福島県 4:22:54
360 6541 石川 康広 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 博英会 福島県 4:23:18
361 5851 佐藤 潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ エコ・パルプ 福島県 4:23:44
362 5919 矢吹 義雄 ﾔﾌﾞｷ ﾖｼｵ 福島県 4:23:58
363 6246 江渕 和行 ｴﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ ヨークベニマル 福島県 4:24:09
364 6163 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 福島県 4:24:37
365 6057 星 克治 ﾎｼ ｶﾂﾊﾙ クレハ 福島県 4:24:59
366 6048 中村 準 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ アサヒビール 福島県 4:25:14
367 6192 前原 可実 ﾏｴﾊﾗ ﾖｼﾐ 群馬県 4:25:19
368 6153 北見 淳 ｷﾀﾐ ｼﾞｭﾝ 福島県 4:25:25
369 6183 遠藤 猛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ アクサ生命保険 福島県 4:25:27
370 5788 槫谷 昌彦 ｸﾚﾀﾆ ﾏｻﾋｺ 第一三共 福島県 4:25:28
371 6263 三上 和彦 ﾐｶﾐ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 4:25:28
372 6011 水谷 寿一 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄｼﾋﾄ 三重県 4:25:33
373 6532 佐藤 修一郎 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ＦＲＢＳ＋Ｒ 福島県 4:25:46
374 6480 猪狩 加津雄 ｲｶﾞﾘ ｶｽﾞｵ シバタ郡山 福島県 4:26:02
375 5781 大竹 康弘 ｵｵﾀｹ ﾔｽﾋﾛ アイメタル 福島県 4:26:05
376 6230 杉本 一博 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 太田西ノ内病院 福島県 4:26:08
377 5709 大坂 淳二 ｵｵｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＴＰＴ広野 千葉県 4:26:10
378 5808 石井 洋樹 ｲｼｲ ﾖｳｼﾞｭ あさかＨＰ 福島県 4:26:20
379 5893 土谷 俊文 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾌﾐ 西６ 埼玉県 4:26:28
380 5724 志賀 佳文 ｼｶﾞ ﾖｼﾌﾐ かぷちぃ 福島県 4:26:36
381 5659 住田 正臣 ｽﾐﾀ ﾏｻｵﾐ 神奈川県 4:26:36
382 6410 土門 一史 ﾄﾞﾓﾝ ﾋﾄｼ 東日本興業 宮城県 4:26:50
383 6103 阿部 真典 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 4:27:00
384 6067 齊藤 匡 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 多古中央病院 千葉県 4:27:05
385 6118 鶴巻 仁 ﾂﾙﾏｷ ﾋﾄｼ 石岡国府ＲＣ 茨城県 4:27:06
386 5798 大竹 繁治 ｵｵﾀｹ ｼｹﾞﾊﾙ 信越半導体 福島県 4:27:07
387 5717 桑原 俊之 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 宮城県 4:27:10
388 6692 岩谷 仁志 ｲﾜﾔ ﾋﾄｼ （株）平果 野球部 福島県 4:27:19
389 6193 横山 富雄 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾐｵ 茨城県 4:27:25
390 5647 飯村 宗弘 ｲｲﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ ＢＷＲＣ 東京都 4:27:31
391 5807 黒崎 隆弘 ｸﾛｻｷ ﾀｶﾋﾛ チームへっぽこ 東京都 4:27:33
392 6151 日比野 錦裕 ﾋﾋﾞﾉ ｶﾈﾋﾛ キヤノンタイ 東京都 4:27:55
393 6607 上村 謙一郎 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ Ｓ＆Ｍ 宮城県 4:27:56
394 5922 倉阪 秀史 ｸﾗｻｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ 伊賀忍者ＲＣ 千葉県 4:28:05
395 5832 金子 庸生 ｶﾈｺ ﾖｳｾｲ よんのこクラブ 茨城県 4:28:06
396 6259 矢吹 政男 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻｵ アルパイン 福島県 4:28:12
397 5770 佐藤 文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 宮城県 4:28:45
398 6398 須藤 茂 ｽﾄﾞｳ ｼｹﾞﾙ 大成建設（株） 宮城県 4:28:50
399 5712 桑名 稔 ｸﾜﾅ ﾐﾉﾙ 福島県 4:28:50
400 6000 久野 利夫 ﾋｻﾉ ﾄｼｵ クリナップ 福島県 4:29:07
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401 6144 助川 隆 ｽｹｶﾞﾜ ﾀｶｼ 喫茶 すず助 愛知県 4:29:10
402 6169 三浦 弘嗣 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 4:29:12
403 6161 濱岡 賢治 ﾊﾏｵｶ ｹﾝｼﾞ 未来ランナーズ 東京都 4:29:26
404 6552 浅野 哲司 ｱｻﾉ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 4:29:39
405 6225 澤口 光宏 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ あたらしや 徳島県 4:29:45
406 6100 馬橋 修一 ﾏﾊﾞｼ ｼｭｳｲﾁ ＴＥＡＭ－３４ 神奈川県 4:29:57
407 5619 細矢 正明 ﾎｿﾔ ﾏｻｱｷ 山形県 4:30:06
408 6425 八ツ本 泰之 ﾔﾂﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 未来ランナーズ 東京都 4:30:18
409 6316 大坪 秀行 ｵｵﾂﾎﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 4:30:27
410 5917 岡田 和敏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 埼玉大学ＪＣ 埼玉県 4:30:31
411 6326 渡辺 久徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾉﾘ ム 宮城県 4:30:32
412 5739 横田 久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 日総工産 宮城県 4:30:55
413 6318 江尻 栄彦 ｴｼﾞﾘ ﾊﾙﾋｺ 福島県 4:30:57
414 6081 多田 信彦 ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 宮城県 4:30:59
415 5908 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 4:31:07
416 5796 永島 嘉彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾋｺ メガロス錦糸町 東京都 4:31:12
417 6084 阿部 和茂 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 岩手ＳＥＣ 岩手県 4:31:13
418 6128 小檜山 浩 ｺﾋﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ ＥＭデバイス 宮城県 4:31:14
419 5839 佐藤 登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 四つの葉ＲＣ 福島県 4:31:15
420 5920 大間 喜行 ｵｵﾏ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 4:31:21
421 6060 高橋 浩義 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖｼ 山形県 4:31:28
422 6133 吉野 一哉 ﾖｼﾉ ｶｽﾞﾔ チームａｂ千葉 千葉県 4:31:36
423 6094 蜂屋 貞衛 ﾊﾁﾔ ｻﾀﾞｴ 福島県 4:31:44
424 6504 根本 文弘 ﾈﾓﾄ ﾌﾐﾋﾛ 福島県 4:31:52
425 5900 峯岸 康久 ﾐﾈｷﾞｼ ﾔｽﾋｻ 埼玉県 4:31:53
426 5789 大野 修司 ｵｵﾉ ｼｭｳｼﾞ 星薬科大学 東京都 4:32:04
427 6089 加納 康一 ｶﾉｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 4:32:09
428 6242 春日部 弘志 ｶｽｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 福島県 4:32:16
429 6055 飯島 伸博 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 4:32:21
430 5757 岡部 一宏 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:32:36
431 6186 庄子 和宏 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 4:32:52
432 5984 竹渕 勝美 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ ｚｉｐｐｙ 東京都 4:33:02
433 5803 四家 弘行 ｼｹ ﾋﾛﾕｷ 国土交通省 神奈川県 4:33:08
434 5870 小泉 邦明 ｺｲｽﾞﾐ ｸﾆｱｷ 東京都 4:33:34
435 6315 鈴木 伸彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 静岡県 4:33:50
436 6058 飯塚 正之 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ ニダック 茨城県 4:33:50
437 6235 松崎 崇夫 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｵ みう 茨城県 4:33:55
438 6261 緒方 宏宣 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 堺化学 大阪府 4:33:58
439 6185 岩本 拓二 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸｼﾞ ＢＷＲＣ 東京都 4:34:41
440 5735 星 秀一 ﾎｼ ﾋﾃﾞｶﾂ 平支援学校 福島県 4:34:44
441 6170 土屋 大介 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｽｹ 丸紅株式会社 東京都 4:34:51
442 6626 相澤 広朗 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 宮城県 4:34:54
443 6184 藤沢 正則 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾘ 東日本計算セン 福島県 4:35:01
444 5794 中村 満男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 仙台明走会 宮城県 4:35:31
445 5950 宇山 茂 ｳﾔﾏ ｼｹﾞﾙ ホーチミンラン 大阪府 4:35:35
446 6003 大江 信幸 ｵｵｴ ﾉﾌﾞﾕｷ ＦＬＹ ＵＰ 福島県 4:35:39
447 5710 曽我 勝彦 ｿｶﾞ ｶﾂﾋｺ どうわ 千葉県 4:35:50
448 6339 森 義彦 ﾓﾘ ﾖｼﾋｺ 福島県 4:36:16
449 5850 佐藤 衛 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ アラバシリ 福島県 4:36:20
450 5948 秋山 勉 ｱｷﾔﾏ ﾂﾄﾑ チームアキヤマ 福島県 4:36:27
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451 5928 熊谷 浩 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ チーム くま 宮城県 4:36:47
452 5804 大塚 浩一 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｶｽﾞ 佐野ＴＣ 栃木県 4:37:09
453 6172 高橋 繁秋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ 花泉らんらん 岩手県 4:37:41
454 5971 佐藤 良之 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 4:37:48
455 6146 高橋 輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山形司法書士会 山形県 4:37:54
456 6360 久保 晃 ｸﾎﾞ ｱｷﾗ 東京都 4:38:02
457 5991 牧野 兼三 ﾏｷﾉ ｹﾝｿﾞｳ 銭湯魂倶楽部 東京都 4:38:28
458 5960 須藤 裕之 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 福島県 4:38:37
459 6349 小林 義則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 4:38:50
460 6361 西川 博康 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 宮城県 4:39:08
461 6092 西 美生 ﾆｼ ﾖｼｵ 宮城県 4:39:18
462 5941 宮下 信行 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ ＣＧＣ 東京都 4:39:19
463 6187 伊藤 康之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 晃平舞優平の父 千葉県 4:39:27
464 6250 小俣 勝男 ｵﾏﾀ ｶﾂｵ 福興かんそう会 神奈川県 4:39:56
465 5999 塚本 研一 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 福島県 4:40:05
466 6129 黒田 光信 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ 鬼生田 福島県 4:40:21
467 5783 川嶋 林 ｶﾜｼﾏ ｼｹﾞﾙ 完走野菜 茨城県 4:40:31
468 5854 和田 昭雄 ﾜﾀﾞ ｱｷｵ 愛心会 福島県 4:40:34
469 6248 結城 広昭 ﾕｳｷ ﾋﾛｱｷ 長野県 4:40:39
470 5626 柴野 安信 ｼﾊﾞﾉ ﾔｽﾉﾌﾞ パシフィック 福島県 4:40:43
471 5844 石塚 孝男 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｵ 東京都 4:40:48
472 5945 阿武 辰朗 ｱﾝﾉ ﾀﾂｵ うぉんばっと 静岡県 4:40:59
473 5675 村岡 嘉人 ﾑﾗｵｶ ﾖｼﾄ くる２バンプス 京都府 4:41:33
474 5970 坂本 一仁 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ センコー 福島県 4:41:35
475 6049 佐藤 浩之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ＦＩＴ 福島県 4:41:38
476 5716 堀内 章広 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋﾛ 東京都 4:41:38
477 6018 小河 一裕 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 並木町会 福島県 4:41:52
478 6160 平 俊朗 ﾀｲﾗ ﾄｼｱｷ 東電品川 神奈川県 4:41:58
479 6196 鈴木 弘明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 慶應ウェルダン 福島県 4:42:05
480 6363 菅原 修一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 4:42:10
481 6045 高橋 勝美 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 楽走会 福島県 4:42:15
482 6243 櫻井 賢 ｻｸﾗｲ ｹﾝ 太陽誘電 東京都 4:42:39
483 8007 Ｓｈｕｎｙａ Ｋｏｍｏｔｏ Shunya Komoto 海外 4:42:53
484 6068 長田 雅一 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｲﾁ 三菱製紙 福島県 4:43:04
485 6423 高橋 秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県 4:43:10
486 5776 土屋 幸夫 ﾂﾁﾔ ﾕｷｵ 水曜練習会 静岡県 4:43:17
487 6071 菅沢 徹 ｽｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ 宮城県 4:43:20
488 6619 新川 達哉 ｱﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ 福島県 4:43:21
489 6394 猪瀬 照彦 ｲﾉｾ ﾃﾙﾋｺ 福島県 4:43:21
490 5904 鹿野 聡 ｶﾉ ｻﾄﾙ 神奈川県 4:43:35
491 6239 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ キジマ 長野県 4:43:37
492 6232 水野 勝彦 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾋｺ Ｃ設計サポート 福島県 4:43:51
493 6325 大石 丈於 ｵｵｲｼ ﾀﾃｵ 埼玉県 4:43:57
494 6188 佐藤 昭雄 ｻﾄｳ ｱｷｵ 青森県 4:43:58
495 5805 高橋 貞雄 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞｵ ＪＸ金属 茨城県 4:43:59
496 6417 塩野 淳一 ｼｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 4:44:03
497 6375 戸苅 義伸 ﾄｶﾞﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ ＮＴＴデータ 東京都 4:44:23
498 5779 舟橋 謙一 ﾌﾅﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ いずみ文具 福島県 4:44:23
499 6262 浅野 賢一 ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:44:26
500 6035 長嶺 真経 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾉﾘ スマイラーズ 埼玉県 4:44:29
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501 5888 河原 孝史 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ ふとっち 埼玉県 4:44:32
502 5982 三瓶 賢一 ｻﾝﾍﾟｲ ｹﾝｲﾁ ＡＣあこがしま 福島県 4:44:39
503 6123 畠山 悟 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄﾙ 宮城県 4:44:41
504 5644 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 栃山神小学校 福島県 4:44:50
505 5748 越智 良尚 ｵﾁ ﾘｮｳｼｮｳ 粳寅軽美体ＲＳ 東京都 4:44:57
506 5787 星野 義勝 ﾎｼﾉ ﾖｼｶﾂ 福島県 4:44:59
507 5631 鈴木 雅之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 福島県 4:45:15
508 6346 高橋 幸世 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾖ 割烹鎌倉 岩手県 4:45:33
509 6309 小山田 亨 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 福島県 4:45:35
510 6104 野木 宏二 ﾉｷﾞ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:45:38
511 6471 矢後 等 ﾔｺﾞ ﾋﾄｼ 矢後ジャパン 福島県 4:45:39
512 6344 喜井 洋介 ｷｲ ﾖｳｽｹ 洋裕翔駿 神奈川県 4:45:47
513 6578 森 淳一 ﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ ジブラルタ生命 福島県 4:45:48
514 6278 澄川 洋一 ｽﾐｶﾜ ﾖｳｲﾁ 福島県 4:45:48
515 6502 新妻 貞夫 ﾆｲﾂﾞﾏ ｻﾀﾞｵ 福島県 4:45:54
516 6190 田村 友隆 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 埼玉県 4:46:13
517 6222 中谷 有紀 ﾅｶﾔ ｱｷ 東京都 4:46:37
518 6241 矢崎 逸夫 ﾔｻﾞｷ ｲﾂｵ 福島県 4:46:57
519 6420 尾池 宏志 ｵｲｹ ﾋﾛｼ ◆ＡＬＬ保険◆ 千葉県 4:47:09
520 6034 北嶋 司 ｷﾀｼﾏ ﾂｶｻ トップくんＲＣ 宮城県 4:47:27
521 6212 西野 勝雄 ﾆｼﾉ ｶﾂｵ 埼玉県 4:47:31
522 6487 鈴木 茂 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ チームみほさほ 茨城県 4:47:38
523 6526 豊田 範幸 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 4:47:42
524 5837 山崎 仁志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ フル百回楽走会 神奈川県 4:47:47
525 6237 赤坂 剛 ｱｶｻｶ ﾀｹｼ 福島県 4:48:09
526 6236 小野寺 敏生 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｼｲｸ 福島県 4:48:36
527 6245 工藤 浩敬 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 青森県 4:48:37
528 5549 坂本 弘文 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 湯本二中０１ 福島県 4:48:39
529 6234 竹本 泰司 ﾀｹﾓﾄ ﾔｽｼ 共和溶構 福島県 4:48:40
530 6442 松崎 義久 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾋｻ 福島県 4:48:46
531 6180 東海林 亙 ｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県 4:49:17
532 6041 伊藤 京一 ｲﾄｳ ｷｮｳｲﾁ 東京都 4:49:17
533 6137 北澤 浩也 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 三協水産 福島県 4:49:26
534 6679 星 幸一 ﾎｼ ｺｳｲﾁ 福島県 4:49:26
535 5859 小林 好仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾄ 葛飾魂 東京都 4:49:28
536 5856 内部 茂 ｳﾁﾍﾞ ｼｹﾞﾙ エクスパートナ 大阪府 4:49:29
537 6549 及川 慶一 ｵｲｶﾜ ｹｲｲﾁ 白寿殿 宮城県 4:49:42
538 6295 熊谷 昭 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 宮城県 4:49:55
539 6401 尾崎 貴彦 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾋｺ 福島県 4:49:57
540 6445 郷 勝 ｺﾞｳ ﾏｻﾙ （愛）３クラブ 福島県 4:50:06
541 6370 橋本 真直 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅｵ 宮城県 4:50:16
542 6328 大沼 清仁 ｵｵﾇﾏ ｷﾖﾋﾄ 東京都 4:50:18
543 5983 成田 太 ﾅﾘﾀ ﾌﾄｼ 船岡ランナーズ 宮城県 4:50:40
544 6224 佐藤 政夫 ｻﾄｳ ﾏｻｵ ＨＣＭ名古屋 愛知県 4:50:41
545 5903 藤 勝則 ﾌｼﾞ ｶﾂﾉﾘ クリナップ（株） 福島県 4:50:49
546 5723 遠入 芳孝 ｴﾝﾆｭｳ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 4:50:55
547 6142 葛西 宏一 ｶｻｲ ｺｳｲﾁ 福島銀行 福島県 4:51:00
548 6194 脇山 拓 ﾜｷﾔﾏ ﾀｸ 山形県 4:51:00
549 6594 渡辺 康宣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 福島県 4:51:04
550 5902 菅野 輝義 ｶﾝﾉ ﾃﾙﾖｼ 福島県 4:51:08
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551 6453 太田 茂 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾙ 福島けんしん 福島県 4:51:15
552 6020 秋元 淳 ｱｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 福島県 4:51:17
553 5511 須田 敏光 ｽﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 福島県 4:51:41
554 6167 半谷 広文 ﾊﾝｶﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ （株）良和 福島県 4:51:47
555 6535 石井 裕 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 千葉県 4:52:01
556 6126 秋好 比呂也 ｱｷﾖｼ ﾋﾛﾔ 宮城県 4:52:04
557 6292 菅野 雅浩 ｶﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ チームくろまめ 福島県 4:52:20
558 6321 大山 薫徳 ｵｵﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾘ 神奈川県 4:52:29
559 6010 佐賀 好明 ｻｶﾞ ﾖｼｱｷ ＳＳランナーズ 福島県 4:52:31
560 6166 藤原 靖久 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾔｽﾋｻ 福島県 4:52:41
561 6438 笹島 浩一 ｻｻｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 越谷新栄走友会 埼玉県 4:52:49
562 6342 中田 裕康 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 4:52:49
563 6285 鴫原 信夫 ｼｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ 小手走行部 福島県 4:53:01
564 6533 遠藤 力 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 福島県 4:53:11
565 6149 出川 紀行 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ 山形県 4:53:34
566 8006 ＪＥＮ ＹＵＨＳＩＡＮＧ JEN YUHSIANG 海外 4:53:40
567 6102 石川 良光 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾐﾂ 福島県 4:53:48
568 6127 瀧澤 朋宏 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 4:53:50
569 5933 山口 浩 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 東京都 4:54:07
570 6308 村上 正英 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾋﾃﾞ 福島県 4:54:19
571 5663 田口 敏春 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 南郷ランラン 宮城県 4:54:26
572 6282 太宰 太郎 ﾀﾞｻﾞｲ ﾀﾛｳ 福島県 4:54:33
573 6226 金成 祐行 ｶﾅﾘ ﾕｳｺｳ 東京都 4:54:49
574 6054 菊田 清貴 ｷｸﾀ ｷﾖﾀｶ 日野トラ 東京都 4:54:51
575 6023 矢部 博康 ﾔﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ バイタルネット 福島県 4:54:52
576 6437 福井 義宏 ﾌｸｲ ﾖｼﾋﾛ スズキ自販福島 福島県 4:55:05
577 6622 斎藤 正芳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 福島県 4:55:35
578 5883 堀井 正章 ﾎﾘｲ ﾏｻｱｷ 神山ランナーズ 徳島県 4:55:37
579 6573 齋藤 敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 宮城県 4:55:38
580 6082 大河原 茂 ｵｵｶﾜﾗ ｼｹﾞﾙ ダイエッターズ 福島県 4:55:42
581 5755 高島 匡寛 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 滋賀県 4:55:51
582 6507 浅野 猛 ｱｻﾉ ﾀｹｼ 福島県 4:55:55
583 5864 須永 敦 ｽﾅｶﾞ ｱﾂｼ いわき潮風ＲＣ 福島県 4:55:58
584 6240 加藤 正彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ ＪＤＬ 福島県 4:56:04
585 5857 関根 敦 ｾｷﾈ ｱﾂｼ 東邦銀行ＲＣ 福島県 4:56:14
586 6323 佐々木 悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ ホームコンポ 神奈川県 4:56:17
587 6109 阿部 彰久 ｱﾍﾞ ｱｷﾋｻ イディアプラス 福島県 4:56:33
588 5944 片庭 忠 ｶﾀﾆﾜ ﾀﾀﾞｼ キヤノン 茨城県 4:56:38
589 6173 成瀬 亨 ﾅﾙｾ ﾄｵﾙ ＡＴＣ 福島県 4:56:42
590 6414 濱松 義之 ﾊﾏﾏﾂ ﾖｼﾕｷ Ｔｙ－Ｒａｐ 千葉県 4:57:05
591 6387 石黒 克三 ｲｼｸﾞﾛ ｶﾂﾐ ＷＶジャパン 東京都 4:57:20
592 6419 神戸 敏行 ｶﾝﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 南相馬市立病院 福島県 4:57:26
593 6001 齋藤 徳喜 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 田人ＳＣ 福島県 4:57:26
594 6396 髙野 勇亀 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 福島県 4:57:36
595 6310 阿部 吉明 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 力メさんクラブ 宮城県 4:57:38
596 6416 宮川 家導 ﾐﾔｶﾜ ｶﾄﾞｳ ＭＨＰＳ 茨城県 4:57:45
597 6364 早川 貞雄 ﾊﾔｶﾜ ｻﾀﾞｵ 新潟県 4:57:52
598 6307 木内 辰夫 ｷｳﾁ ﾀﾂｵ 山形県 4:57:54
599 6311 小柴 宏幸 ｺｼﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県庁 福島県 4:58:07
600 6029 川又 俊一 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼｶｽﾞ 福島県 4:58:12
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601 6524 志賀 隆幸 ｼｶﾞ ﾀｶﾕｷ 光ＲＵＮいわき 福島県 4:58:19
602 6373 吉田 正信 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 福島県 4:58:39
603 5784 渡邉 宗光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾐﾂ オーシャンズ 神奈川県 4:58:40
604 5840 高橋 伸治 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾊﾙ 東京都 4:58:50
605 6379 森 保則 ﾓﾘ ﾔｽﾉﾘ 栃木県 4:59:01
606 6555 小久保 太志 ｺｸﾎﾞ ﾌﾄｼ 牛久走友会 宮城県 4:59:08
607 5502 佐々木 克也 ｻｻｷ ｶﾂﾔ 秋田県 4:59:09
608 6380 村山 裕 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ ライラ 東京都 4:59:14
609 6385 谷野 清隆 ﾀﾆﾉ ｷﾖﾀｶ 西の都 東京都 4:59:14
610 6465 木村 真人 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾄ まひと内科 宮城県 4:59:19
611 5935 髙畑 正人 ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾄ 茨城那珂の風！ 茨城県 4:59:40
612 6287 坂上 利勝 ｻｶｶﾞﾐ ﾄｼｶﾂ リンナイ 福島県 4:59:48
613 6436 有馬 浩一 ｱﾘﾏ ｺｳｲﾁ チームアリマ 福島県 4:59:56
614 6366 山田 伸哉 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ はなかっぱ 千葉県 5:00:16
615 6079 本間 勇一 ﾎﾝﾏ ﾕｳｲﾁ 宮城県 5:00:42
616 5841 吉田 一明 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ オカモト Ｆ 福島県 5:00:43
617 6590 橋本 悦邦 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｸﾆ 東北電力 福島県 5:00:44
618 5884 橋本 究 ﾊｼﾓﾄ ｷﾜﾑ 東京都 5:00:48
619 6456 後藤 広徳 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 福島県 5:01:00
620 6221 木戸 孝男 ｷﾄﾞ ﾀｶｵ 千葉県 5:01:04
621 6362 高橋 正紀 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ ＡＤ損保郡山 福島県 5:01:11
622 6388 池内 公 ｲｹｳﾁ ｺｳ 東丹沢登山Ｃ 神奈川県 5:01:28
623 6408 石松 研一 ｲｼﾏﾂ ｹﾝｲﾁ がんばＲＵＮ会 神奈川県 5:01:46
624 6359 相葉 智昭 ｱｲﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 千葉県 5:01:49
625 6625 守 康浩 ﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 5:02:12
626 6320 鈴木 修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 東邦銀行 福島県 5:02:18
627 6062 佐藤 庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ いわきスタイル 福島県 5:02:35
628 6484 永山 孝 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ ＮＦＲＣ 茨城県 5:02:57
629 6329 滝 優人 ﾀｷ ﾏｻﾄ 東京都 5:03:04
630 6257 加藤 光明 ｶﾄｳ ﾐﾂｱｷ 菱電商事 群馬県 5:03:17
631 6348 森田 清 ﾓﾘﾀ ｷﾖｼ 神奈川県 5:03:36
632 5836 杉浦 剛史 ｽｷﾞｳﾗ ﾂﾖｼ 警察学校 福島県 5:03:37
633 6085 斉藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 上山郵便局 宮城県 5:04:08
634 6461 松崎 浩成 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼｹﾞ いいづな会 茨城県 5:04:10
635 6547 竹内 督晃 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ 埼玉県 5:04:28
636 6115 柏崎 治正 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾏｻ 宮城県 5:04:31
637 6331 畠山 功 ﾊﾀｹﾔﾏ ｲｻｵ 宮城県 5:04:52
638 6277 鈴木 賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ エヌエスケイ 新潟県 5:04:56
639 6684 平松 省史 ﾋﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 東京都 5:05:06
640 6483 高橋 隆 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ 福島県 5:05:15
641 6561 浅賀 洋之 ｱｻｶﾞ ﾋﾛﾕｷ ＴＢＣジョガー 宮城県 5:05:17
642 6371 鶴田 誠 ﾂﾙﾀ ﾏｺﾄ デンキカン泉 宮城県 5:05:49
643 6447 曽我 靖 ｿｶﾞ ﾔｽｼ 赤帽曽我運送店 福島県 5:05:56
644 6254 渡部 幸雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ 福島県 5:07:05
645 5926 山口 裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ わたり病院 福島県 5:07:06
646 6516 猪狩 初美 ｲｶﾞﾘ ﾊﾂﾐ 福島県 5:07:19
647 6195 野田 久尚 ﾉﾀﾞ ﾋｻﾅｵ メガロス錦糸町 香川県 5:07:20
648 6441 根本 聡 ﾈﾓﾄ ｻﾄｼ ヘアー★ネモト 福島県 5:07:22
649 6444 鈴木 美喜夫 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 好間高校 福島県 5:07:33
650 6314 三宅 淳一 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝｲﾁ 堺化学 福島県 5:07:41
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651 6536 芳賀 正明 ﾊｶﾞ ﾏｻｱｷ 山形県 5:07:43
652 6210 山廼邉 昭文 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｱｷﾌﾞﾐ 福島県 5:07:44
653 5820 小澤 豊 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 神奈川県 5:07:47
654 6424 高橋 利幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 日東ＣＳ福島 福島県 5:07:56
655 6450 小薬 肇 ｺｸﾞｽﾘ ﾊｼﾞﾒ イワキムセン 福島県 5:08:01
656 6319 佐藤 茂弘 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾋﾛ 東京都 5:08:07
657 6467 佐川 厚 ｻｶﾞﾜ ｱﾂｼ 常磐火力産業 福島県 5:08:13
658 6281 柿沼 幸一 ｶｷﾇﾏ ｺｳｲﾁ 福島県 5:08:28
659 6527 河村 文俊 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐﾄｼ 福島県 5:08:28
660 6688 太田 弥 ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 宮城県 5:08:55
661 8010 ＹＥＥ ＫＷＯＫ ＨＯＮ YEE KWOK HON 海外 5:09:53
662 6440 河村 勝男 ｶﾜﾑﾗ ｶﾂｵ 高津戸１０班 福島県 5:10:09
663 6223 高沢 祐三 ﾀｶｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ ゆったり館 福島県 5:10:11
664 6249 笠松 洋一 ｶｻﾏﾂ ﾖｳｲﾁ 愛知県 5:10:32
665 6491 菊池 一隆 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾀｶ 福島県 5:10:49
666 6430 古関 一好 ｺｾｷ ｶｽﾞﾖｼ 福島県 5:10:56
667 6008 松田 静 ﾏﾂﾀﾞ ｼｽﾞｶ 福島県 5:11:04
668 6204 大八木 文弘 ｵｵﾔｷﾞ ﾌﾐﾋﾛ ＭＣＦＣ小名浜 福島県 5:11:12
669 6043 安部 秀一 ｱﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ アルパイン 福島県 5:11:13
670 5965 加茂 元 ｶﾓ ｹﾞﾝ 八十里越を走ろう 新潟県 5:11:17
671 6657 遠藤 浩之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 福島県 5:11:30
672 6659 山野邉 信人 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄ 福島県 5:11:49
673 6460 遠藤 智幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 本所クラブ 埼玉県 5:12:21
674 6324 遠藤 房人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｻﾄ 福島県 5:12:23
675 6650 坂本 亮一 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ あいおい 福島県 5:12:49
676 6537 齋藤 充 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 女川輝望の丘 宮城県 5:12:53
677 6132 藤原 清 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 東京都 5:14:07
678 6108 越智 篤志 ｵﾁ ｱﾂｼ かいのんみそ 東京都 5:14:07
679 6382 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 好間高校 福島県 5:14:15
680 6378 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 5:14:25
681 6455 柴田 大乗 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｼﾞｮｳ 木工房 大杢 福島県 5:14:25
682 6197 瀧 竜一 ﾀｷ ﾘｭｳｲﾁ 福島県 5:14:55
683 6523 森 隆行 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ ＫＮ１朝霞 埼玉県 5:15:04
684 6680 柳瀬 孝広 ﾔﾅｾ ﾀｶﾋﾛ カメんジョガー 茨城県 5:15:45
685 5582 吉田 秀一 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 葛西ランナーズ 千葉県 5:15:52
686 6677 丸山 利彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 新潟県 5:15:54
687 6201 宮原 修 ﾐﾔﾊﾗ ｵｻﾑ 千葉県 5:16:06
688 6546 大崎 隆 ｵｵｻｷ ﾀｶｼ 宮城県 5:16:18
689 6439 平野 幹雄 ﾋﾗﾉ ﾐｷｵ 総合型泉クラブ 福島県 5:16:27
690 5871 楜沢 康博 ｸﾙﾐｻﾜ ﾔｽﾋﾛ ミルクハウス 茨城県 5:17:03
691 6296 塩田 勝也 ｼｵﾀ ｶﾂﾔ 福島県 5:17:14
692 6565 柏村 忠司 ｶｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 5:17:16
693 6656 本橋 克己 ﾓﾄﾊｼ ｶﾂﾐ 千葉県 5:17:18
694 6482 山野辺 邦美 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｸﾆﾖｼ 塙厚生病院 福島県 5:17:21
695 6399 佐藤 憲一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東邦銀行ＲＣ 福島県 5:17:26
696 6176 白永 政行 ｼﾗﾅｶﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 5:17:26
697 6258 湯出川 貴行 ﾕﾃﾞｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 竹内山岳会 長野県 5:17:33
698 5990 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 置賜総合病院 山形県 5:17:36
699 5802 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 福島県 5:17:38
700 6202 高田 和浩 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 都賀陸上クラブ 栃木県 5:17:56
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701 6406 吉田 真健 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｹ チームＯＹＹ 福島県 5:18:19
702 5968 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 小田倉小学校 福島県 5:18:32
703 6411 三瓶 康治 ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｼﾞ 福島県 5:19:07
704 5913 高崎 康行 ﾀｶｻｷ ﾔｽﾕｷ いわき市教委 福島県 5:19:16
705 6463 荒 光一 ｱﾗ ｺｳｲﾁ ＦＦＫ 福島県 5:19:21
706 6683 秋元 政明 ｱｷﾓﾄ ﾏｻｱｷ ＧＡＬＬＥＲＹ 福島県 5:19:32
707 6266 石森 克也 ｲｼﾓﾘ ｶﾂﾔ 岩手県 5:19:42
708 6372 近森 広 ﾁｶﾓﾘ ﾋﾛｼ ＹＳＪＣ 東京都 5:19:44
709 6470 中山 大 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾙ かしまＲＣ 福島県 5:19:44
710 6613 三橋 知央 ﾐﾂﾊｼ ﾄﾓﾋｻ 東京都 5:19:44
711 6434 山本 尚 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｼ 西尾レント 福島県 5:20:31
712 6567 瓦井 芳幸 ｶﾜﾗｲ ﾖｼﾕｷ 栃木県 5:20:40
713 6681 鈴木 尚志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 5:20:43
714 6551 御代田 直実 ﾐﾖﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 5:20:45
715 6165 稲村 敬二 ｲﾅﾑﾗ ｹｲｼﾞ 東京都 5:20:47
716 5958 中林 清 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 釜石市役所 岩手県 5:21:01
717 6279 溝井 富男 ﾐｿﾞｲ ﾄﾐｵ いわき２１ 福島県 5:21:22
718 6513 斎藤 弘幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ カメさんチーム 福島県 5:21:27
719 6466 斎藤 宣夫 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ ライオン菓子 福島県 5:21:37
720 6403 安島 浩 ｱｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 平商業 福島県 5:22:16
721 6641 松尾 幸治 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ ラピエール 福島県 5:22:25
722 6021 永山 公栄 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳｴｲ 福島県 5:22:53
723 6369 堀 信浩 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｅー運動部 東京都 5:22:55
724 6628 星出 達也 ﾎｼﾃﾞ ﾀﾂﾔ 栃木県 5:23:11
725 5749 秋元 保之 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 福島県 5:23:16
726 6013 倉地 和久 ｸﾗﾁ ｶｽﾞﾋｻ スズケン 福島県 5:23:26
727 6509 園部 衛 ｿﾉﾍﾞ ﾏﾓﾙ ゆったり館 福島県 5:23:27
728 6649 今野 一征 ｺﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 滝野倶楽部 福島県 5:23:57
729 6178 松沢 芳夫 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼｵ 福島県 5:24:08
730 6531 黒須 宏一 ｸﾛｽ ｺｳｲﾁ 福島県 5:24:15
731 6623 佐藤 恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 宮城県 5:24:38
732 6381 船生 秀文 ﾌﾆｭｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 福島県 5:24:49
733 6422 大都 博光 ｵｵﾂ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 5:25:08
734 5989 佐藤 寿洋 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 群馬県 5:25:20
735 6393 勝沼 忠雄 ｶﾂﾇﾏ ﾀﾀﾞｵ 埼玉県 5:25:32
736 6218 横治 明彦 ﾖｺｼﾞ ｱｷﾋｺ ＯＲＣＵ 神奈川県 5:25:42
737 6494 佐伯 哲夫 ｻｴｷ ﾃﾂｵ チームさえき 福島県 5:25:57
738 6443 脇本 信男 ﾜｷﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ もみの樹 福島県 5:25:57
739 6156 稲津 幸司 ｲﾅﾂﾞ ｺｳｼﾞ 翼創建 群馬県 5:26:00
740 5867 大隈 泰治 ｵｵｸﾏ ﾔｽﾊﾙ 東京都 5:26:07
741 6330 松本 徳人 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ 川田建設 東京都 5:26:33
742 6209 片寄 佳宏 ｶﾀﾖｾ ﾖｼﾋﾛ ＰＳＣいわき 福島県 5:27:27
743 5963 櫻井 貴之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 5:27:28
744 6464 高橋 元幸 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾕｷ 福島県 5:27:30
745 6247 蛭田 博文 ﾋﾙﾀ ﾋﾛﾌﾐ 福島県 5:28:01
746 6540 阿久津 達則 ｱｸﾂ ﾀﾂﾉﾘ 山形県 5:28:07
747 6418 田澤 興平 ﾀｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 田澤歯科医院 新潟県 5:28:07
748 6063 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 福島県 5:28:18
749 6577 村瀬 政信 ﾑﾗｾ ﾏｻﾉﾌﾞ 相生山病院 愛知県 5:28:27
750 6336 熊谷 政俊 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ あぶくま支援校 福島県 5:28:31
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751 6583 古木 隆幸 ﾌﾙｷ ﾀｶﾕｷ チーム黒霧 宮城県 5:28:36
752 6592 高野 勉 ﾀｶﾉ ﾂﾄﾑ 藤井産業 栃木県 5:28:42
753 6327 石堂 淳 ｲｼﾄﾞｳ ｱﾂｼ 宮城県 5:28:43
754 6229 西條 芳文 ｻｲｼﾞｮｳ ﾖｼﾌﾐ 宮城県 5:29:00
755 6355 遠藤 清美 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖﾐ 良和 福島県 5:29:18
756 6110 押切 喜夫 ｵｼｷﾘ ﾖｼｵ 三八五 福島県 5:29:30
757 6508 大和田 聡 ｵｵﾜﾀﾞ ｻﾄｼ 五竜ヶ丘ＴＣ 福島県 5:29:36
758 6219 瀬宮 賢 ｾﾐﾔ ｻﾄｼ 東亜建設工業 福島県 5:30:00
759 6026 石見 勝則 ｲｼﾐ ｶﾂﾉﾘ 好間第四 福島県 5:30:03
760 6400 伊野 公基 ｲﾉ ｺｳｷ ＭＭコーポレー 神奈川県 5:30:08
761 6576 高木 富士夫 ﾀｶｷﾞ ﾌｼﾞｵ 日立ＡＭＳ 神奈川県 5:30:15
762 6469 関 和彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ 福島県 5:30:15
763 6377 富澤 政仁 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ アルファ健香館 福島県 5:30:16
764 6338 熊谷 重彦 ｸﾏｶﾞｲ ｼｹﾞﾋｺ 東京都 5:30:26
765 6395 高島 宏明 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:30:45
766 6584 新村 浩明 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 常磐病院 東京都 5:30:57
767 6665 遠藤 富士男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌｼﾞｵ 湯長谷 福島県 5:31:27
768 6498 小松 透 ｺﾏﾂ ﾄｵﾙ 大潟村走ろう会 秋田県 5:31:27
769 6429 二ツ神 健次 ﾌﾀﾂｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 走る添乗員 岩手県 5:31:31
770 6492 吉田 仁 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 福島県 5:31:44
771 6298 白土 友実 ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓﾐ クリナップ 福島県 5:31:48
772 6621 武田 正光 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾃﾙ 福島県 5:32:21
773 6495 黒田 昭弘 ｸﾛﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 東邦銀行ＲＣ 山形県 5:32:25
774 6448 波田野 光一 ﾊﾀﾉ ｺｳｲﾁ ＴＯＨＯピクス 福島県 5:32:55
775 6474 山崎 尚志 ﾔﾏｻｷ ﾋｻｼ パピヨン 福島県 5:33:05
776 5801 白土 智貴 ｼﾗﾄﾞ ﾄﾓｷ 寿幼稚園 福島県 5:33:25
777 6181 中村 滋 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ ＪＢ 福岡県 5:34:02
778 6643 三宅 祥隆 ﾐﾔｹ ﾖｼﾀｶ ＲＣコマツナ 神奈川県 5:34:52
779 5956 渋谷 昭 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ ＴＥＡＭ山親爺 福島県 5:34:56
780 6051 北村 和敏 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ ドラッカーラン 埼玉県 5:35:12
781 6528 島田 昌次 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 5:35:48
782 6525 大賀 俊介 ｵｵｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 砂時計 東京都 5:35:59
783 6529 礒辺 浩 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ アボット福走会 神奈川県 5:35:59
784 6264 高橋 幹雄 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｵ とうほう証券 福島県 5:36:09
785 6191 佐藤 直記 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 福島県 5:36:44
786 6182 飛田 桂一 ﾄﾋﾞﾀ ｹｲｲﾁ あおば薬局 福島県 5:36:59
787 6579 柴生田 英俊 ｼﾎﾞｳﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 5:37:18
788 6206 伊藤 哲夫 ｲﾄｳ ﾃﾂｵ 福島県 5:37:33
789 5728 野上 修治 ﾉｶﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ 西原遠足ＲＣ 茨城県 5:37:42
790 6601 鈴木 文雄 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ チームふみお 茨城県 5:38:08
791 6252 佐藤 和良 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 秋田県 5:38:19
792 6244 安藤 公喜 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 南溟会ＲＣ 宮城県 5:38:23
793 5847 君塚 正幸 ｷﾐﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ ＴＯＫＫＩＩ 埼玉県 5:38:39
794 6289 廣田 敬二 ﾋﾛﾀ ｹｲｼﾞ オリーブの木 福島県 5:38:52
795 6207 中本 清 ﾅｶﾓﾄ ｷﾖｼ チーム なか 福島県 5:38:53
796 6208 鈴木 幸三 ｽｽﾞｷ ｺｳｿﾞｳ 福島県 5:39:10
797 6033 箱崎 晋司 ﾊｺｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 湯高陸上部ＯＢ 埼玉県 5:39:16
798 6358 細島 成夫 ﾎｿｼﾞﾏ ｼｹﾞｵ 細島歯科医院 福島県 5:39:54
799 6337 大澤 利道 ｵｵｻﾜ ﾄｼﾐﾁ （株）ヤマナカ 福島県 5:40:00
800 6217 三浦 克史 ﾐｳﾗ ｶﾂｼ チームギア仙台 宮城県 5:40:02
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801 6203 佐藤 学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 5:40:07
802 6673 登内 芳也 ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾔ きたかみチョイ 岩手県 5:40:35
803 6690 河合 徹 ｶﾜｲ ﾄｵﾙ 岐阜県 5:40:45
804 6500 鈴木 貴志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 新生企業 千葉県 5:40:57
805 6213 國山 幸央 ｸﾆﾔﾏ ﾕｷｵ 激走クラブ 埼玉県 5:41:04
806 6270 橋本 俊彦 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾋｺ ブリカマ 埼玉県 5:41:10
807 6582 小野 信尚 ｵﾉ ﾉﾌﾞﾀｶ 平第三小学校 福島県 5:41:12
808 6672 小山 継久 ｺﾔﾏ ﾂｸﾞﾋｻ 岐阜県 5:41:31
809 6214 小林 学 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 5:41:32
810 6198 若松 真一 ﾜｶﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 勿来二中 福島県 5:41:42
811 6610 高木 里志 ﾀｶｷ ｻﾄｼ 福島県 5:41:43
812 5946 高杉 等 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾄｼ バンバンクラブ 千葉県 5:41:52
813 6353 若菜 健一 ﾜｶﾅ ｹﾝｲﾁ チームこごみ 福島県 5:42:02
814 6519 小澤 敏康 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾔｽ 愛知県 5:42:45
815 6581 新妻 雄二 ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｼﾞ 平工業高等学校 福島県 5:43:05
816 6630 堀尾 紀章 ﾎﾘｵ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 5:43:55
817 6421 岩船 誠司 ｲﾜﾌﾈ ｾｲｼﾞ ゴールし酔う！ 神奈川県 5:43:58
818 6600 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 千葉県 5:44:20
819 6654 永谷 利行 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 湖心亭 秋田県 5:44:35
820 6227 金田 昌也 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾔ キンタばんど 福島県 5:44:45
821 6514 須貝 儀一 ｽｶﾞｲ ｷﾞｲﾁ 神奈川県 5:44:54
822 6014 能戸 俊輔 ﾉﾄ ｼｭﾝｽｹ △完走野菜▲ 福島県 5:44:57
823 6265 鈴木 利光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 泉クラブ 福島県 5:45:02
824 6139 庄子 勲 ｼｮｳｼﾞ ｲｻｵ 仙台矯正管区 宮城県 5:45:31
825 6402 小沼 満 ｺﾇﾏ ﾐﾂﾙ 福島県 5:45:52
826 6427 石橋 英二 ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｼﾞ 東京都 5:46:39
827 6345 高野 稔 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 神奈川県 5:46:45
828 6554 西潟 仁 ﾆｼｶﾞﾀ ﾋﾄｼ セントラル福島 福島県 5:46:49
829 6390 永井 謙三 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｿﾞｳ 三菱電機 静岡県 5:47:53
830 6520 板井 洋 ｲﾀｲ ﾋﾛｼ 福島県 5:48:29
831 6570 岩佐 和久 ｲﾜｻ ｶｽﾞﾋｻ ＴＶＭ 東京都 5:48:31
832 5977 廣瀬 義和 ﾋﾛｾ ﾖｼｶｽﾞ グランサイズ会 神奈川県 5:48:32
833 6669 加藤 道義 ｶﾄｳ ﾐﾁｱｷ 歩いたっていい 宮城県 5:48:34
834 6405 本田 和次 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾂｸﾞ 福島県 5:48:46
835 6521 木村 雅春 ｷﾑﾗ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 5:49:08
836 6253 谷口 孝充 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾐﾂ 福島県 5:49:13
837 6231 田子 敬光 ﾀｺﾞ ｹｲｺｳ 福島県 5:49:15
838 6604 渡辺 好勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶﾂ アルパイン 福島県 5:49:20
839 6475 大和田 俊光 ｵｵﾜﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ 福島県 5:49:24
840 6412 亀谷 光洋 ｶﾒﾔ ﾐﾂﾋﾛ 仙台ＯＬＣ 宮城県 5:49:30
841 6618 後藤 賢 ｺﾞﾄｳ ｹﾝ そうボラ 神奈川県 5:49:30
842 6488 佐川 多孝 ｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾀｶ かしまＲＣ 福島県 5:50:32
843 5940 板垣 雅直 ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻﾅｵ メガネの板垣 群馬県 5:50:35
844 6485 田村 淳 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ ＫＴモータース 福島県 5:50:42
845 6101 江尻 茂樹 ｴｼﾞﾘ ｼｹﾞｷ 江尻建築 福島県 5:51:05
846 6539 相楽 幸二 ｻｶﾞﾗ ｺｳｼﾞ 福島県 5:51:13
847 5998 栗田 聡 ｸﾘﾀ ｱｷﾗ くりちゃんず 福島県 5:51:53
848 6663 関口 雅友 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻﾄﾓ 弱者救ＳＯＰＳ 神奈川県 5:52:11
849 6614 淡路 武夫 ｱﾜｼﾞ ﾀｹｵ 秋田県 5:52:12
850 6564 三浦 雅樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ アステラス製薬 東京都 5:52:23
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851 6629 大窪 嘉浩 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ 常磐エンジ 福島県 5:52:55
852 6595 佐藤 孝一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 福島県 5:52:56
853 6639 佐藤 克広 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 福島県 5:53:22
854 6671 林王 克明 ﾘﾝﾉｳ ｶﾂｱｷ 保健衛生協会 福島県 5:53:23
855 6468 長久保 修二 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ｼｭｳｼﾞ 揚土走人 福島県 5:53:25
856 6644 鈴木 信一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 上遠野郵便局 福島県 5:53:26
857 6598 先田 大 ｻｷﾀ ﾏｻﾙ 堺化学 福島県 5:53:53
858 6646 小田 賢二 ｵﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 福島県 5:53:57
859 6428 仲野 繁俊 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾄｼ 仙台連坊小路小 宮城県 5:54:00
860 6693 會川 修一 ｱｲｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 福島県 5:54:03
861 6574 根本 剛実 ﾈﾓﾄ ﾀｹﾐ オリーブの木 福島県 5:54:18
862 6449 佐藤 公夫 ｻﾄｳ ｷﾐｵ 福島県 5:54:25
863 6476 白田 真一 ｼﾗﾀ ｼﾝｲﾁ 福島県 5:54:52
864 6676 加瀬 達志 ｶｾ ﾀﾂｼ 福島県 5:55:00
865 6409 芳賀 利典 ﾊｶﾞ ﾄｼﾌﾐ いわき郵便局 福島県 5:55:24
866 6238 横川 弘道 ﾖｺｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ 空間設計舎 福島県 5:55:53
867 6575 池田 浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 5:56:04
868 6510 山川 茂 ﾔﾏｶﾜ ｼｹﾞﾙ 福島県 5:56:16
869 6462 菊池 雄士 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ いわき明星大学 福島県 5:56:17
870 6624 石川 純 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 東京都 5:56:22
871 6479 阿部 雅人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ いわきスタイル 福島県 5:56:33
872 6642 三好 敏之 ﾐﾖｼ ﾄｼﾕｷ 尚絅学院大学 宮城県 5:56:52
873 6356 伊藤 嘉英 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 5:57:00
874 6286 小田 弘明 ｵﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:57:22
875 6593 影山 修弘 ｶｹﾞﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ チーム２スト 福島県 5:57:33
876 6596 門岡 秀治 ｶﾄﾞｵｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 神奈川県 5:57:42
877 6490 長澤 俊一郎 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 郡山商業高校 福島県 5:57:43
878 5964 白瀨 久聖 ｼﾛｾ ｷｭｳｼｮｳ 津軽ニコニコ走 青森県 5:57:47
879 6560 日下 雄一郎 ｸｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 広野小 福島県 5:57:50
880 6113 小川 一人 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ 東京都 5:57:58
881 6658 金澤 秀浩 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋﾛ 福島県 5:58:03
882 6496 齊藤 勝 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 郡山商業高校 福島県 5:58:10
883 6631 田中 岳晴 ﾀﾅｶ ﾀｹﾊﾙ みやけ 東京都 5:58:11
884 6515 山下 隆宏 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 浅川ランナーズ 福島県 5:58:17
885 6076 海老根 早人 ｴﾋﾞﾈ ﾊﾔﾄ 福島県 5:58:20
886 6283 加賀 洋行 ｶｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 5:58:39
887 6506 阿部 和彦 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 福島県 5:58:51
888 6205 坂本 秋男 ｻｶﾓﾄ ｱｷｵ いわき市 福島県 5:58:56
889 6670 木島 敏幸 ｷｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 須賀川走友会 福島県 5:59:11
890 6004 石井 慎二 ｲｼｲ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 5:59:23
891 5878 梅本 正雄 ｳﾒﾓﾄ ﾏｻｵ 宮城県 5:59:37
892 6322 佐藤 丈夫 ｻﾄｳ ﾀｹｵ ふるさとの楽園 福島県 5:59:44
893 6477 磯部 吉郎 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾛｳ ＮＧＺ６６ 秋田県 5:59:44


